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１．平成19年９月期の連結業績（平成18年10月１日～平成19年９月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月期 2,858 83.5 △160 － △154 － △1,229 －

18年９月期 3,423 － 139 － 53 － 28 －

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年９月期 △3 43  － △13.4 △1.6 △5.6

18年９月期 0 11 0 09 0.5 0.9 0.0

（参考）持分法投資損益 19年９月期 －百万円 18年９月期 －百万円

(2）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年９月期 9,882 9,161 92.6 20 44

18年９月期 6,144 5,995 97.6 21 00

（参考）自己資本 19年９月期 9,161百万円 18年９月期 5,995百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年９月期 △1,638 △2,098 3,064 1,469

18年９月期 △2,789 △842 4,395 1,121

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年９月期 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0.0 0.0

19年９月期 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 0.0 0.0

20年９月期（予想） 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 － 0.0 －

３．平成20年９月期の連結業績予想（平成19年10月１日～平成20年９月30日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 2,400 324.8 190 － 170 － 150 － 0 34

通期 5,000 174.9 500 － 500 － 450 － 1 01
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　有

新規 2社 （社名　㈱ビジネスアルファ24, ㈱エーディーアンドディー） 除外 0社  

（注）詳細は、5ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

 

②　①以外の変更　　　　　　　　無

（注）詳細は、19ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年９月期 447,692,131株 18年９月期 285,469,931株

②　期末自己株式数 19年９月期 13,641株 18年９月期 10,871株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、36ページ「１株当たり情報」をご覧

ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年９月期の個別業績（平成18年10月１日～平成19年９月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月期 391 13.1 △341 － 85 － △818 －

18年９月期 2,980 182.7 91 － 10 － 7 △93.6

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

19年９月期 △2 28  －

18年９月期 0 03 0 02

(2）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年９月期 11,811 9,550 80.8 21 31

18年９月期 6,113 5,975 97.7 20 93

（参考）自己資本 19年９月期 9,550百万円 18年９月期 5,975百万円

２．平成20年９月期の個別業績予想（平成19年10月１日～平成20年９月30日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 130 58.9 △190 － △190 － △190 － △0 42

通期 270 69.0 △346 － △176 － △180 － △0 40

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の6ページを参照して下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

当連結会計期間における我が国経済は、輸出の伸びや大企業製造業を中心とした企業収益の改善による設備投資の増

加、個人投資家を中心とした証券投資事情の活発化によって緩やかな景気回復が続きましたが、世界的には、東アジア

地域を中心とした政情不安、原油価格の高騰、また国内においては緩やかな景気回復により若干雇用環境の上向きが見

られましたが依然とした個人消費の弱含みな推移など、全般的な回復には予断を許さない状況が続きました。

このような情勢下にあって当社グループは、宝飾品事業において前連結会計期間よりグループ各社の特性を生かした

市場（リセール市場、オークション市場、正規品市場等）への営業活動を個別に展開致しております。特に当社100%子

会社の「株式会社アメイジングバリュー」はリセール・オークション事業におきまして国内リセール市場及び世界最大

の海外オークション市場及び国内外でのリセール市場を中心に活動しております。また、正規品販売を中心に営業展開

を行っております「株式会社ドゥーズ」も堅調に営業展開を行っております。

平成19年４月にM&Aの実施により、新たに当社グループに株式会社ビジネスアルファ24及びその100％子会社である株

式会社エーディーアンドディーの２社が加わりＷＥＢ情報事業として、当社グループに大きな売上及び収益をもたらす

ことが可能な体制となりました。

なお、当連結会計期間におきましては平成19年4月からの連結会計処理であるため新たに加わった２社の数値に関し

ては、半期分の連結（うち４月分及び５月分は70%連結）となります。

また、宝飾品事業におきまして、当初第３四半期に予定しておりました大口取引の海外取引先企業が平成19年8月下

旬頃より、内部における代表者の更迭及び訴訟等を含む問題発生により、事業活動の一部停止あるいは凍結等の問題が

生じました。

これにより当社グループとしては、代金回収性や売渡商品回収が保全されない等、安全に取引を遂行できる環境とは言

えない状況におかれることとなりました。

当社グループとしては、当連結会計期間内迄にこうした取引先の状況が改善される事を想定しておりましたが、最終的

に当連結会計期間におきまして正常な取引を行う事が非常に困難かつ大きなリスクを伴うと判断し、当該大口取引の実

施を一時延期せざるを得ない状況となりました。

また、これに伴い当社を通じ当該企業と取引のある欧米の周辺大口宝飾品ディーラーとの取引も一時延期せざるを得な

い状況となりました。

 投資事業におきましては、昨今の経済事情を鑑み、有望企業等への資金投資を慎重に行ってまいりました。

WEB情報事業におきましては、前述のとおり当連結会計期間の下期より加わりました。

同事業は、結婚情報サイト「ピュア・アイ」事業を中心に各種WEB広告や通信販売事業を行い堅調に推移しております。

その結果、当連結会計期間の売上高は当初当連結会計期間に予定しておりました宝飾品事業の大口取引の取引先であ

る海外企業が組織内における問題が発生し、当該企業のビジネス機能が一部停止してしまう状態及び安全な取引を行え

る状況ではなくなりました。その為、当連結会計期間におきまして正常な取引を行う事が非常に困難かつ大きなリスク

を負う事が予想され、当該大口取引の実施を一時延期せざるを得ない状態となりました。リセール・オークション事業

の売上が来期以降にずれ込み、また決算会計処理におきまして会計監査人と協議し、取引先への貸付金等の債権144百

万円に対する返済時期の変更等により回収安全性を検討した結果、貸付金額の25%である36百万円を貸倒引当金に計上

することで貸付金回収上のリスク分散を行えることと判断しにより、売上高2,858百万円となり、営業利益は△160百万

円、経常利益は△154百万円、また当期純利益におきましては、当社が政策目的として保有する株式で、宝飾品事業の

重要なパートナー企業で有る株式会社アーティストハウスホールディングスの株価が低迷し、有価証券評価損829百万

円の特別損失を計上したことにより△1,229百万円となりました。

 部門別の売上状況については、つぎのとおりです。

［宝飾品部門］

 利益率向上を目的とし、代理店業務のみでなく、グループ全体として海外市場も含めたリセール市場・オークショ

ン市場への積極的参入を行い、シェア拡大・向上に務めました。これにより売上高は1,279百万円となりました。

［投資部門］

 昨今の経済事情を鑑み、慎重に資金運用した結果、売上高は219百万円となりました。

［WEB情報部門］

 結婚情報サイト「ピュアアイ」の運営、WEB広告当を積極的に展開した結果、売上高は1,433百万円となりました。
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(2）財政状態に関する分析

　現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末に比べ348百万円（31.1％）減少し、当期末には1,469百

万円となりました。当期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果使用した資金は1,638百万円となりました。

　これは主に、税引前当期純損失の計上△994百万円、営業出資金の増加△1,150百万円、営業投資有価証券評価損の

増加829百万円、たな卸資産の減少△652百万円によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は2,098百万円となりました。

　これは主に、連結子会社株式の取得よる支出△2,001百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得た資金は3,064百万円となりました。

　これは主に、社債発行による収入2,700百万円及び新株発行による収入370百万円によるものであります。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

 当社グループにおける第一義的な目標に、復配を掲げており、実現に向け全力を注いでおりますが、現在の内部留保、

時期に想定しております利益及び配当に要する資金を勘案した結果、現在の配当予想としては、今後の内部留保等の

必要性はぬぐえず、誠に遺憾ながら今期及び来期につきましては無配となる見通しです。

 

(4）事業等のリスク

 本連結決算短信に記載しました事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす

可能性のある事項には、以下のようなものがあります。

　なお、以下に記載いたします事項は、本決算短信において当社が判断したものであります。

 (1)為替変動のリスク

　当社グループにおいて商品等の輸出入において、外貨建取引をおこなっていること並びに外貨建資産を有している

ことから、為替相場の変動が業績に影響を与える可能性があります。

 (2)減損会計導入に伴うリスク

　当社グループは減損会計を導入により保有する固定資産等の状況等によっては損失が発生する可能性があります。

 (3)株価下落のリスク

　当社グループは上場及び非上場の株式を有しております。全般的かつ大幅な株価下落が生じる場合には、保有有価

証券に減損又は評価損が発生し、業績に影響を与える可能性があります。
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２．企業集団の状況
 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当中間会計期間に起きましては、当社（株式会社クロニクル）、子会社

２社の３社により構成されており、宝飾品卸売、小売、及び投資事業を主たる業務としております。

　当社グループの事業内容及び当社と関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。

（1）宝飾品部門　……主要な製品は正規高級輸入時計の販売（卸売及び小売）、リセール商品取扱等であります。

正規品　……当社で販売するほか、子会社株式会社ドゥーズが当社が代理店となっている、ブランド時計及び

正規取扱店となっている海外高級腕時計を国内において卸売及び小売販売しております。

リセール……当社子会社である株式会社アメイジングバリューが国内外市場に対して宝飾品特に高級腕時計を

中心に販売を行っております。海外．リセール・オークションをキーワードに販売しております。

（2）投資事業　　……法人向内容にて安全かつ確実なる投資案件に対し、出資を行っております。

（3）WEB情報事業 ……結婚情報サイトの運営、WEB広告等を中心に営業活動を行っております。

 
一般消費者         投資先 

 

得意先 

 
営業本部           投資事業本部 

宝飾品代理店事業          投資事業 
 

株式会社クロニクル 

株式会社ドゥーズ 

正規品取扱 

国内小売事業 

株式会社 

アメイジングバリュー 

リセール・オークション事業  

株式会社 

ビジネスアルファ２４ 

持株会社 

株式会社 

エーディーアンドディー 

ＷＥＢ情報事業 

海外リセール市場 

オークション等 

 

海外取引先等 

販
売

 

仕
入

 

販
売
・
出
品

 

落札 

卸 売

り 

出品代行 

業務支援 業務支援 業務支援 

海外市場 

業務支援 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

　当社グループは、「顧客重視」「株主重視」「社会への貢献」を企業理念とし、宝飾業界においてのリセール市場

の構築と、投資事業を通じて社会の活性化を援助することをモットーに効率的な経営により、更なる収益の改善を目

指しております。

 

(2）目標とする経営指標

　当社グループは、売上高及び経常利益の成長を促進し、継続的な黒字体質への転換を第一の目標としております。

　当連結会計期間におきましては、Ｍ＆Ａによるグループ企業の拡大を行い安定的な売上高及び収益の増大を得られ

る体制を整えました。しかしながらに一部海外取引先の不安定な状況により当初予定しておりました大口ビジネスを

延期せざるを得ない状況となり、当連結会計期間におきましては残念ながら経常損失154百万円の計上となりました。

当期純利益におきましては、投資有価証券評価損829百万円の特別損失を計上したことにより△1,229百万円となりま

したが、当連結会計期間にグループ入りした企業は本年４月からの連結対象であり、当連結会計期間につきましては、

半期分の売上高及び収益しかか計上致しておりません。従いまして今後の実業レベルでは黒字体質へ転換を着実に進

展し、収益性は格段に向上していると考えております。そのため、今後の展望といたしまして、Ｍ＆Ａ等によるグルー

プの拡大を行い営業利益、経常利益、当期純利益の安定的かつ、拡大を目指し堅実な黒字体質への更なる足固めを第

一目標としております。第一目標達成後は、復配を最重要課題とし、１株当たり利益（ＥＰＳ）、株主資本利益率（Ｒ

ＯＥ）を重視し、向上のための企業努力を重ねてまいる所存であります。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

　当社グループは、「宝飾品事業」、「投資事業」及び「WEB情報事業」を経営の三本柱として、それぞれの事業にお

いて時宣をえた資金及び人員投入を行い、経営基盤の確立と業績の向上に努める所存であります。

　宝飾品事業におきましては、世界規模のリセール市場及びオークション市場への進出を目的とした「株式会社アメ

イジングバリュー」と正規品取扱店舗営業展開の支援を主眼とした「株式会社ドゥーズ」の100％出資の子会社２社を

設立し、多チャンネルでの営業活動を展開いたしております。

　また、当連結会計期間よりM&Aによって新たなる事業会社をグループ傘下におさめ、WEB情報事業を展開いたしてお

ります。WEB情報事業は、最大手結婚情報サイトである「ピュアアイ」を軸とし、WEB広告、ネットワーク関連ビジネ

スを展開しており、今後の売上高、収益とも大幅に増加が見込め、特に収益におきましては従来の数千万単位の利益

高より億単位の利益高に成長する見込みで有ります。

　今後の展開といたしまして、M&Aも含め当社グループの拡大を推進致し、一層の収益の安定拡大を行ってまいる所存

であります。

　部門別の状況については、つぎのとおりです。

［宝飾品部門］

　当社グループは、「海外の宝飾品」複数の海外有名かつ有望ブランド時計メーカーと代理店契約を交わし、日本輸

入代理店としての業務、国内外におけるリセール市場での宝飾品の売買事業を中心として、海外シェアの開拓卸売活

動を行っております。

　正規品の代理店業務として株式会社ドゥーズオリジナルショップの「ドゥーズ青山」を正規取扱いブランドのフラッ

グショップとし、情報発信基地としての役割を担いユーザーへの取扱いブランドの浸透を行っい小売活動も積極的に

行っております。

　リセール・オークション事業につきましては、株式会社アメイジングバリューが国内外のリセール市場・オークショ

ン市場に参入し、市場の拡大を目指しております。また、ネット通販や、オークション等世界をマーケットとした実

店舗によらない販売方法が日本でも普及してきた昨今、海外販路やリセール市場は大きな成長性・将来性が見込まれ、

海外の販路拡大に繋がる国内および海外企業との業務提携を行い、提携企業との関係強化を進めてゆく予定です。こ

のように当社グループは、「正規取扱店」としてのポジションを確率しつつ、さらに海外・リセール・オークション

をキーワードとしてシェアの拡大を目指し、利益率の向上を図り経営基盤の安定並びに業界内でも特筆される企業を

目指しております。

　現行の取扱いブランドの育成及び業務拡大による卸売の強化及び多店舗営業展開を図り小売の強化を目指します。

取扱いブランド拡充により、多様化するニーズに応えるべき品揃えによるシェア向上と「クロニクル」のブランドイ

メージ向上を促進し、「輸入時計は、クロニクルグループ」、「正規品はドゥーズ」、リセール・オークションは「ア

メイジングバリュー」の定着を目指してまいります。
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［投資部門］

　投資事業の案件への対応は、慎重を期し、安全確実で有望な案件を中心に対応し、着実な実績計上を継続させ業績

向上の主軸を目指します。

　また、今後の投資事業の案件に関しましては、従来の営業投資有価証券を中心とした投資展開に止まらず、有望な

事業等への投資も積極的に行ってまいる所存であります。 

［WEB情報部門］

　本年4月3日Ｍ＆Ａ実施により株式会社ビジネスアルファの株式を70％取得しており、当連結会計期間の下期より同

社及び同社の100%子会社である株式会社エーディーアンドディーの２社を連結対象としております。

　株式会社ビジネスアルファは、実業を有しない100%出資の子会社株式会社エーディーアンドディーの純粋持株会社

であり、株式会社エーディーアンドディーはWEBにおける結婚情報サービス「ピュア・アイ」とWEB広告媒体を中心と

したWEB情報事業を行っております。

　これにより、当社グループは従来の宝飾品事業及び投資事業に加えWEB情報事業を有することとなり従来のグループ

全体における売上高、収益性を拡大することが可能となりました。

　このWEB情報事業を第３の柱として安定的な黒字化を目指します。

  （注）WEB事業につきましては、本年４月３日より連結会計処理対象となっております。

(4）会社の対処すべき課題

［現状の認識について］

　現状の日本経済及び当業界におきましては、依然厳しい状況が推移するものと予想されます。

当社グループといたしましては、このような経営環境を踏まえ、実施中の宝飾品部門における正規品取扱ビジネスと

リセール事業、WEB情報事業を中心に国内外における販売市場の拡大、売上高の増加、収益改善策を推進させ、投資部

門における収益の拡大、更にM&A等によるグループ全体の拡大による経営計画を策定し、更なる経営基盤の強化を目標

に企業努力を重ねてまいる所存で有ります。

［当面の対処すべき課題の内容］

　当社グループは、経営基盤の強化を推進すると共に、業績の向上に努める事を最優先課題と捉えおります。

　当社グループ業務の二本柱である「宝飾品事業」、「投資事業」において、それぞれの事業で安定した収益を得る

べく、時宣をえた資金及び人員投入を行い、経営基盤の確立と業績の向上に努める所存であります。

　また、今後グループ拡大による三本目の柱として「WEB情報事業」による売上及び収益の増加を目指します。

 ［対処方法］

「経営基盤の強化」

　当社グループは、平成19年3月15日開催の取締役会において、転換社債型新株予約権付転換社債発行の決議をし、平

成19年4月2日を払込日として、同社債に付する新株予約権20,000個（今回の新株予約権の目的となる株式数100,000,000

株）の270百万円資金調達を可能にいたしました。

　今回の資金調達の主な目的は、平成19年4月3日にＭ＆Ａによる企業取得を目的としており、このＭ＆Ａの成功によ

り今後の当社グループの売上高及び収益の増大が充分に見込まれるものとなります。

　また、今回の転換社債型新株予約権付転換社債発行に際し、平成19年3月31日に平成17年11月11日発行の第三者割当

新株予約権の未行使分17,000個（170,000,000株分）のうち5,000個（50,000,000株分）を取得し消却を行いました。

これにより同新株予約権の未行使分12,000個（120,000,00株分）となり、当初予定の調達可能資金より1,855百万円減

少となりましたが、今回のＭ＆Ａによる収益増加によりキャッシュベースでの財務内容は格段に向上するすることが

見込まれます。従来数千万単位である収益が数億単位の収益のグループに変貌を遂げることが可能となります。健全

な財務基盤の確立は、お客様や株主に与える信用の点からも重要課題として取り組んでまいりました。

　今後も従来からの経費節減策を引きつづき実施し、より健全な財務体質へ改善に取り組んでまいります。

　また、100％出資の連結子会社を設立し事業の拡大、取扱商品の明確化、リスクの分散を行っております。

 「宝飾品部門」

　多様化するニーズに応えるべき品揃えと取扱いブランド浸透・拡大によるシェア向上と「株式会社クロニクル」及

び関連子会社のブランドイメージ向上を促進し、同時に店舗営業展開においてはそのブランド品の特性を生かしたイ

メージとユーザーへの情報発信基地としての役割を「株式会社ドゥーズ」が担い、リセール事業については、国内及

び国外シェア拡大を「アメイジングバリュー」が担い、「輸入時計はクロニクルグループ」の定着を目指します。

 「投資部門」

　昨今の経済事情を鑑み、多岐に渡る分野への投資を慎重かつ積極的にに対応し、安全・確実な案件による、着実な

実績計上を継続させ業績向上の主軸を目指します。
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「WEB情報部門」

　本連結会計期間下期よりの当社グループに加わった新規事業で有り、WEB上を中心とした結婚情報サイトの運営、広

告を積極的に展開し、収益性の高さを生かししグループにおける収益確保の中心業に発展させ、当社グループの安定

黒字化の中心的事業となるよう目指します。

(5）内部管理体制の整備・運用状況

 当該事項につきましてはコーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え方及

びその整備状況」に記載した内容と重複しておりますので、記載を省略しております。

(6）その他、会社の経営上重要な事項

　該当事項はありません。

 

－ 8 －



４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成18年９月30日）
当連結会計年度

（平成19年９月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   1,141,299   1,489,990   

２．売掛金   1,686,144   1,475,483   

３．営業投資有価証券   914,280   372,984   

４．営業出資金   721,890   1,871,643   

５．営業貸付金   85,992   118,601   

６．たな卸資産   650,647   1,302,848   

７．繰延税金資産   －   79,913   

８．その他   105,491   368,096   

９．貸倒引当金   －   △38,000   

流動資産合計   5,305,744 86.3  7,041,559 71.3 1,735,815

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物及び構築物  55,866   50,721    

減価償却累計額  10,454 45,412  2,808 47,913   

(2）工具・器具及び備品  41,226   85,425    

減価償却累計額  23,947 17,279  46,378 39,047   

(3）土地(2）工具・器具
及び備品

  75,445   75,445   

有形固定資産合計   138,136 2.3  162,405 1.6 24,269

２．無形固定資産         

(1）のれん   －   2,225,471   

(2）営業権   －   124,516   

(3）その他   2,138   46,136   

無形固定資産合計   2,138 0.0  2,396,125 24.2 2,393,987

－ 9 －



  
前連結会計年度

（平成18年９月30日）
当連結会計年度

（平成19年９月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

３．投資その他の資産         

(1）投資有価証券   560,000   160,000   

(2）破産債権、更生債権
その他これらに準ず
る債権 

  205,266   205,266   

(3）その他   139,571   168,937   

(4）貸倒引当金    △206,266   △252,130   

投資その他の資産合計   698,571 11.4  282,072 2.9 △416,499

固定資産合計   838,846 13.7  2,840,603 28.7 2,001,757

資産合計   6,144,591 100.0  9,882,163 100.0 3,737,572

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金   43,336   41,551   

２．未払金   49,134   191,412   

３．未払消費税等   3,449   3,850   

４．未払法人税等   35,503   203,133   

５．賞与引当金   2,844   17,047   

６．その他   3,826   252,687   

流動負債合計   138,095 2.2  709,681 7.2 571,586
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前連結会計年度

（平成18年９月30日）
当連結会計年度

（平成19年９月30日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

Ⅱ　固定負債         

１．退職給付引当金   10,640   11,379   

固定負債合計   10,640 0.2  11,379 0.1 739

負債合計   148,736 2.4  721,060 7.3 572,324

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   3,926,000 63.9  5,461,500 55.2 1,535,500

２．資本剰余金   2,272,721 37.0  5,218,220 52.8 2,945,499

３．利益剰余金   138,055 2.2  △1,091,244 △11.0 △1,229,299

４．自己株式   △445 △0.0  △511 △0.0 △66

株主資本合計   6,336,331 103.1  9,587,964 97.0 3,251,633

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差
額金

 △358,475   △438,861  △80,386

評価・換算差額等合計  △358,475 △5.8  △438,861 △4.4 △80,386

Ⅲ　新株予約権  18,000 0.3  12,000 0.1 △6,000

純資産合計  5,995,855 97.6  9,161,103 92.7 3,165,248

負債純資産合計  6,144,591 100.0  9,882,163 100.0 3,737,572
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

対前年比

区分
注記番
号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   3,423,655 100.0  2,858,882 100.0 △564,773

Ⅱ　売上原価   2,781,572 81.2  1,404,878 49.1 △1,376,694

 売上総利益   642,082 18.8  1,454,003 50.9 811,921

Ⅲ　販売費及び一般
　　管理費

  502,667 14.7  1,614,370 56.5 1,111,703

営業利益   139,414 4.1  △160,366 △5.6 △299,780

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  57   4,808    

２．受取配当金  193   675    

３．為替差益  1,871   －    

４．債務戻入益  －   52,169    

５．雑収入  2,693 4,815 0.1 12,332 69,986 2.4 65,171

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  127   780    

２．為替差損        16,100   3,027    

３．新株交付費   74,215   7,392    

４．貸倒損失  －   42,979    

５．雑損失  200 90,643 2.6 9,804 63,982 2.2 △26,661

経常利益   53,586 1.6  △154,363 △5.4 △207,949

Ⅵ　特別利益         

１．固定資産売却益  197   －    

２．賞与引当金戻入益  －   558    

３．前期損益修正益  － 197 0.0 792 1,350 0.0 1,153

Ⅶ　特別損失         

１．営業投資有価証券
　　評価損

 －   829,125    

２．前期損益修正損  －   7,000    

３．固定資産除却損  －   4,913    

４．その他特別損失  1,250 1,250 0.1 － 841,038 29.4 839,788

税金等調整前当期純
利益

  52,533 1.5  △994,051 △34.8 △1,046,584

法人税、住民税及び
事業税

 24,137   278,267    

法人税等調整額  － 24,137 0.7 △68,576 209,691 7.3 185,554

少数株主利益   － －  △25,557 0.9 25,557

当期純利益   28,396 0.8  △1,229,299 △43.0 △1,257,695
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(3）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年９月30日　残高

（千円）
1,700,000 46,721 109,658 △284 1,856,095

連結会計年度中の変動額

新株の発行 2,226,000 2,226,000   4,452,000

当期純利益   28,396  28,396

自己株式の取得    △160 △160

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
     

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
2,226,000 2,226,000 28,396 △160 4,480,235

平成18年９月30日　残高

（千円）
3,926,000 2,272,721 138,055 △445 6,336,331

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評価
差額金

平成17年９月30日　残高

（千円）
123,530 － 1,979,625

連結会計年度中の変動額

新株の発行（千円）   4,452,000

当期純利益（千円）   28,396

自己株式の取得（千円）   △160

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）

（千円）

△482,005 18,000 △464,005

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
△482,005 18,000 4,016,229

平成18年９月30日　残高

（千円）
△358,475 18,000 5,995,855
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当連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年９月30日　残高

（千円）
3,926,000 2,272,721 138,055 △445 6,336,330

連結会計年度中の変動額

新株の発行(新株予約権の行使)

（千円）
1,535,500 1,535,500   3,071,000

株式交換（千円）  1,409,999   1,409,999

資本準備金取崩（千円）  －   －

当期純利益（千円）   △1,229,299  △1,229,299

自己株式の取得（千円）    △66 △66

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）（千

円）

     

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
1,535,500 2,945,499 △1,229,299 △66 3,251,633

平成19年９月30日　残高

（千円）
5,461,500 5,218,220 △1,091,244 △511 9,587,964

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券評価
差額金

平成18年９月30日　残高

（千円）
△358,475 18,000 5,995,855

連結会計年度中の変動額

新株の発行(新株予約権の行使)

（千円）
  3,071,000

株式交換（千円）   1,409,999

資本準備金取崩（千円）   －

当期純利益（千円）   △1,229,299

自己株式の取得（千円）   △66

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）

（千円）

△80,385 △6,000 △86,385

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
△80,385 △6,000 3,165,247

平成19年９月30日　残高

（千円）
△438,861 12,000 9,161,103
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

    

税金等調整前当期純利
益

 52,533 △994,051  

減価償却費  6,664 45,207  

のれん償却額  － 76,740  

貸倒引当金の増加額  － 68,864  

賞与引当金の増加額
（△減少額）

 △601 53  

退職給付引当金の増加
額

 1,143 738  

 受取利息及び配当金  △251 △5,484  

 支払利息  127 780  

営業出資金の増加額  △580,471 △1,150,000  

営業投資有価証券評価
損

 △482,005 829,125  

営業投資有価証券の減
少額（△増加額）

 △184,369 32,031  

営業貸付金の増加額  △71,368 △36,000  

有形固定資産売却益  △197 －  

有形固定資産除却損  － 4,913  

新株交付費  74,215 －  

その他資産の増加額  △40,239 △82,394  

売上債権の減少額（△
増加額）

 △1,565,346 538,656  

たな卸資産の増加額  △61,749 △652,200  

仕入債務の増加額（△
減少額）

 11,706 △1,785  

未払金の増加額（△減
少額）

 39,191 △5,028  

その他の負債の増加額  11,911 43,042  

その他  － 18,888  

小計  △2,789,104 △1,267,902 1,521,202

利息及び配当金の受
取 

 251 24,928  

 利息の支払  △127 △31,937  

法人税等の支払額  △950 △364,058  

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △2,789,931 △1,638,969 1,150,962
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前連結会計年度

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

    

定期預金の預入による
支出

 △10,000 △6  

有形固定資産の取得に
よる支出

 △110,015 △40,874  

有形固定資産の売却に
よる収入

 497 －  

投資有価証券の取得に
よる支出

 △500,000 －  

敷金保証金の支出  △507 －  

貸付けによる支出  △42,000 △102,980  

貸付金の回収による収
入 

 － 46,998  

新規連結子会社の取得
による支出 

 △180,000 －  

連結範囲の変動に伴う
子会社株式の取得によ
る支出 

 － △2,001,827  

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △842,025 △2,098,689 △1,256,664
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前連結会計年度

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

 　　 短期借入れによる収　
　  入　　

 － 5  

      社債の発行による収　
　  入

 － 2,700,000  

株式の発行による収入  4,452,000 370,000  

自己株式の取得による
支出

 △160 △66  

新株予約権の発行によ
る収入 

 18,000 －  

株式交付費用の支出  △74,215 －  

新株予約権の取得によ
る支出 

 － △5,000  

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 4,395,623 3,064,939 △1,330,684

Ⅳ　現金及び現金同等物の増
加額

 763,666 △672,719 △1,436,385

Ⅴ　現金及び現金同等物の期
首残高

 177,632 1,121,299 943,667

Ⅵ　新規連結に伴う現金及び
現金同等物の増加額

 180,000 1,021,404 841,404

Ⅶ　現金及び現金同等物期末
残高

 1,121,299 1,469,984 348,685
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

 ────── 当社グループは、2期連続してマイナスの営業キャッ

シュフローを計上し、営業投資有価証券評価損829百万

円の特別損失により大幅な当期純損失計上をいたしてお

ります。

当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義

が存在しております。

　連結財務諸表提出会社である当社グループは、当該状

況を解消すべくM&Aによる事業拡大を行い、売上高と利

益率の向上を図っております。

　当連結会計期間に関しましては、新たに傘下に加わり

ました連結子会社の営業数値が半期分のみの取り込みで

ありましたが、今後は通期の営業数値を取り込めること

により売上及び収益の大幅な拡大が見込まれております。

今後は上記の関連会社の安定した収益の通期取り込み

による増収増益及び海外リセール・オークション事業の

再開による宝飾品事業の回復安定化を行ってまいります。

上記の諸策により、売上高及び利益の増加を見込んで

おります。

連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されてお

り、このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反

映いたしておりません。
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　2社

主要な連結子会社の名称

株式会社アメイジングバリュー

株式会社ドゥーズ

(1）連結子会社の数　4社

主要な連結子会社の名称

株式会社アメイジングバリュー

株式会社ドゥーズ

株式会社ビジネスアルファ24

株式会社エーディーアンドディー

 

 

なお、株式会社ビジネスアルファ24、株

式会社エーディーアンドディーは新たに

株式を取得したことにより当連結会計年

度から連結子会社に含めております。

(2）主要な非連結子会社の名称等 

非連結子会社が有りませんので記載

しておりません。 

(2）主要な非連結子会社の名称等 

同左 

２．持分法の適用に関する事項 持分法適用の関連会社がありません

ので記載しておりません。

 

同左

 

３．連結子会社の事業年度等に関す

る事項

　連結子会社は、当期中（平成18年4

月）に連結子会社として２社設立し、

連結子会社の事業年度の末日は、いず

れも連結決算日と一致しています。

連結子会社の事業年度の末日は、連結

決算日と一致しています。

４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法

イ　有価証券

(イ）売買目的有価証券

決算日の市場価格等に基づく時価法

（売却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。

(ロ）満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）

(ハ）その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により

算定）

時価のないもの

移動平均法に基づく原価法

イ　有価証券

(イ）売買目的有価証券

同左

 

 

(ロ）満期保有目的の債券

同左

(ハ）その他有価証券

時価のあるもの

同左

 

 

 

時価のないもの

同左

ロ　たな卸資産

 商品

個別法に基づく原価法

 

ロ　たな卸資産

 商品

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法

イ　有形固定資産

定率法

 ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（付属設備を除く）について

は、定額法を採用しております。

 また、主な耐用年数は以下のとおり

であります。

建物 15年

工具器具備品 ５～８年

イ　有形固定資産

　　 定率法

　ただし、平成10年４月１日以降に取得

した建物（付属設備を除く）については、

定額法、平成19年4月１日以降に取得し

た有形固定資産(上記を除く)については

法人税法の改正に伴う新定率法を採用し

ております。

　また、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。　

建物 15年

工具器具備品 ５～８年

ロ　無形固定資産

定額法

なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（5年）に基づいております。

ロ　無形固定資産

同左

 

(3）重要な引当金の計上基準 イ　貸倒引当金

売掛債権等の貸倒による損失に備え

るため、一般債権については貸倒実績

率により、貸倒懸念債権等特定の債権

については個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。

イ　貸倒引当金

同左

ロ　賞与引当金

従業員の賞与の支払いに備えて、賞

与支給見込額の当連結会計年度負担額

を計上しております。

ロ　賞与引当金

同左

ハ　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に基づき計上し

ております。

ハ　退職給付引当金

同左

(4）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は連結決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理しております。

同左

(5）その他連結財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項

　消費税の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理　

　は、税抜方式によっております。

イ　消費税の会計処理

　　　　　　　　同左

  ロ　連結納税制度の適用

　　当連結会計期間から連結納税制

　　度を適用しております。　　　　

　

５．連結子会社の資産及び負債の評

価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価方

法は全面時価評価法によっております。

同左

６．のれん及び負ののれんの償却に

関する事項

　　　　──────　 のれん相当額の償却については15年以

内の均等償却を行っております。

７．連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

　流動資産に計上した現金及び預金、

取得日から３ヶ月以内に満期日の到来

する流動性の高く、容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動について僅少

なリスクしか負わない短期投資であり

ます。 

同左 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成17年10月 1日
至　平成18年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年10月 1日
至　平成19年９月30日）

 

 

 

 

──────

  （企業結合に係わる会計基準等）

　当事業年度から、「企業結合に係わる会計基準」（企業会

計審議会　平成15年10月31日）及び「事業分離等に関する会

計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月27日　企業会

計基準第7号）並びに「企業結合会計基準及び事業分離等会

計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会　平成17年

12月27日　企業会計基準適用指針第10号）に準じた会計処理

を行っております。

 

 

 

──────

 （繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い）

　当事業年度から、「繰延資産の会計処理に関する当面の取

扱い」（企業会計基準委員会　平成18年8月11日　実務対応

報告第19号）を適用しております。これにより「新株発行

費」は当時事業年度より「株式交付費」と表示する方法に変

更しておりますが、株式交付費は支出時に全額費用処理をし

ております。

 

 

 

 ──────

 （有形固定資産の減価償却方法）

　法人税法の改正に伴い、当連結会計年度から、平成19年4

月1日以降新たに取得した有形固定資産について、改正後の

法人税法に基づく減価償却方法に変更（新定率法の採用）し

ております。

　これにより営業利益、経常利益及び税引前当期純利益はそ

れぞれ814千円減少しております。

 （固定資産の減損に係る会計基準）

　当連結会計年度から、「固定資産の減損に係る会計基

準」(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年８月９日)）及び「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員

会　平成15年10月31日　企業会計基準適用指針第６号）を

適用しています。これによる損益に与える影響はありませ

ん。

 

 

 

 

 ──────

 

 

 

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

（自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準

　の一部改正）

　当連結会計年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月９

日企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員

会　平成17年12月９日　企業会計基準適用指針第８号）、

改正後の「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計

基準」（企業会計基準委員会最終改正平成18年８月11日　

企業会計基準第１号）及び「自己株式及び準備金の額の減

少等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会

　最終改正平成18年８月11日　企業会計基準適用指針第２

号）を適用しています。

　これによる損益に与える影響はありません。

なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

5,977,855千円です。

　財務諸表等規則の改正により、当事業年度は、改正後

の財務諸表等規則により作成しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

──────
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前連結会計年度
（自　平成17年10月 1日
至　平成18年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年10月 1日
至　平成19年９月30日）

 （ストックオプション等に関する会計基準）

　当連結会計年度から「ストックオプション等に関する会

計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月27日　企業

会計基準第８号）及び「ストックオプション等に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　平成18年５月

31日　企業会計基準適用指針第11号）を適用しています。

　これによる、損益に与える影響はありません

 

 

 

 

 ──────

追加情報

 該当事項はありません。
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成18年９月30日）

当連結会計年度
（平成19年９月30日）

※．担保に提供している資産 ※．担保に提供している資産

 未払金35,355千円に対し担保に供している資産は次のと

おりであります。

 （千円） 

 未払金30,734千円に対し担保に供している資産は次のと

おりであります。

 （千円） 

 営業投資有価証券（株式） 50,453  営業投資有価証券（株式） 29,482

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

　※販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

支払手数料 148,352　千円

従業員給料手当 　86,888  千円

賞与引当金繰入額 2,844　千円

退職給付費用 1,659　千円

販売促進費 11,507　千円

減価償却費 6,664　千円

 

　※販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

支払手数料 185,759　千円

従業員給料手当 　191,340　千円

賞与引当金繰入額 18,421　千円

退職給付費用  738　千円

販売促進費 3,827　千円

減価償却費 45,207　千円

貸倒引当金繰入額 68,864　千円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度(自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日)

１　発行済株式に関する事項

前年度末（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株）
当連結会計年度末株
式数

発行済株式

普通株式　　 165,469,931 120,000,000 － 285,469,931

 （注）１．当社グループは、18年９月期より連結財務諸表を作成しているため、前年度末（17年９月期）の数値について

は単体前期末の数値を記載しております。

 ２．当連結会計年度増加株式数につきましては、第三者割当の新株予約権行使による増加であります。

 ２　自己株式に関する事項

前年度末（株） 増加数（株） 減少数（株） 当連結会計年度末

自己株式

普通株式　　（株） 8,711 2,160 － 10,871

 （注）１．当社グループは、18年９月期より連結財務諸表を作成しているため、前年度末（17年９月期）の数値について

は単体前期末の数値を記載しております。

２．端株買取請求による増加であります。

３　新株予約権に関する事項

前連結会計年度末 増加数 行使また減少数 当連結会計年度末

新株予約権株式数

新株予約権による潜在株式（株） 10,000,000 310,000,000 120,000,000 190,000,000

 （注）１．当社グループは、18年９月期より連結財務諸表を作成しているため、前年度末（17年９月期）の数値について

は単体前期末の数値を記載しております。

 ２．当連結会計期間における、新株予約権の増加は次のとおりです。

 ア．平成17年11月11日発行　第三者割当新株予約権30,000個（普通300,000千株）

 　　　　　イ．平成17年12月22日第26期定時株主承認決議　ストックオプション10,000千株

なお、当該ストックオプションにつきましては、当連結会計末時点におきまして、全株分（10,000千株）

未付与であります。提出日現在におきましては、未付与のまま消却しております。
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当連結会計年度(自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日)

１　発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前年度末（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株）
当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式　　 285,469,931 162,222,200 － 447,692,131

自己株式     

普通株式 10,871 2,770 － 13,641

（注）１．発行済株式の増加は、第1回新株予約権の行使による10,000千株の新株発行、第1回無担保転換社債型新株予約

権付社債の転換（行使）による100,000千株の新株発行および株式交換による52,222千株の新株発行による増

加分であります。

 　　　２．自己株式の増加は、端株買取請求によるものであります。

 

２　新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる株
式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（千株） 
当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

 提出会社

（親会社）
 平成17年新株予約権(注)2  普通株式 180,000 － 60,000  120,000  12,000

 平成18年新株予約権(注)1  普通株式 － 100,000 100,000 －  －

 ストック・オプションとして

の新株予約権
 －  10,000  －  － 10,000 － 

 合計 － 190,000  100,000 160,000  130,000 12,000 

 （注）１．当連結会計期間における、新株予約権の増加は次のとおりです。

 平成19年4月3日発行の第１回無担保転換社債型新株予約権付社債　20個（普通 100,000千株）

 ２．当連結会計期間における、新株予約権の行使以外の減少は次のとおりです。

 ア．平成18年12月12日の取締役会決議により平成17年12月22日第26期定時株主承認決議のストックオプション

10,000個（普通 10,000千株）の発行取りやめによる減少。

 イ．平成19年3月15日の取締役会決議により第１回第三者割当の新株予約権　5,000個（普通 50,000千株）の

買入消却による減少。
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（平成18年９月30日）

当連結会計年度
（平成19年９月30日）

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

※現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定     1,141,299千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金

      △20,000千円

 現金及び現金同等物 1,121,299千円 

現金及び預金勘定 1,489,990千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金

△20,006千円

 現金及び現金同等物 　1,469,984千円

 ※　重要な非資金取引の内容

 　　該当事項はありません。

　子会社の設立により株式会社アメイジングバリュー及び

株式会社ドゥーズを連結したことに伴う連結開始時の資産

及び負債の内訳並びに２社の株式の取得価額と２社取得の

ための支出（純額）との関係は次のとおりであります。

 ※　重要な非資金取引の内容

　①保有転換社債型新株予約権付社債の転換　

保有転換社債の転換による営業投

資有価証券の増加額

400,000千円

保有転換社債の転換による投資有

価証券の減少額

　400,000千円

 

　②発行転換社債型新株予約権付社債の転換　 

発行転換社債の転換による資本金

増加額

 1,350,000千円

発行転換社債の転換による資本準

備金増加額

1,350,000千円

転換による発行転換社債減少額 　2,700,000千円

 　株式交換等による完全子会社化に伴う株式会社ビジネス

アルファ24及び同社の完全子会社である株式会社エーディー

アンドディーを連結したことに伴う連結開始時の資産及び負

債の内訳並びに同社株式の取得価額と取得のための支出（純

額）との関係は次のとおりであります。

（千円）

流動資産 180,000

子会社２社株式の取得価額 180,000

子会社２社現金及び現金同

等物 

△180,000

差引：２社取得のための支出 0

（千円）

流動資産 1,505,098

固定資産 10,000

のれん 2,442,323

流動負債 18,418

少数株主持分 449,004

子会社株式の取得価額 3,490,000

子会社の現金及び現金同等

物 

1,488,172

差引：子会社取得のための支

出
2,001,827

（リース取引関係）

　該当事項はありません。
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（有価証券関係）

１.売買目的有価証券

前連結会計年度
（自平成17年10月１日　至平成18年９月30日）

当連結会計年度
（自平成18年10月１日　至平成19年９月30日）

連結貸借対照表計上額
 （千円）

当該連結会計年度の損益に含
まれた評価差額（千円）

連結貸借対照表計上額
 （千円）

当該連結会計年度の損益に含
まれた評価差額（千円）

101,794 15,409 69,775 △13,703

２.その他有価証券で時価のあるもの

種類

前連結会計年度（平成18年９月30日） 当連結会計年度（平成19年９月30日）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）
差額（千円）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）
差額（千円）

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えているもの
その他 － － － － － －

連結貸借対照表計上額が取

得原価を超えていないもの

 株式 499,986 413,109 △86,877 899,974 70,849 △829,125

 その他 670,444 399,375 △271,069 670,444 232,359 △438,085

３．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

 該当事項はありません。

４．時価の評価されていない主な有価証券の内容

前連結会計年度（平成18年９月30日） 当連結会計年度（平成19年９月30日）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場新株予約権付転換社債 500,000 100,000

非上場株式 60,000 60,000

 ５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

 

前連結会計年度（平成18年９月30日） 当連結会計年度（平成19年９月30日）

１年以内

（百万円）

１年超５年

以内

（百万円）

５年超10年

以内

（百万円）

10年超

（百万円）

１年以内

（百万円）

１年超５年

以内

（百万円）

５年超10年

以内

（百万円）

10年超

（百万円）

１．債券         

非上場新株予約権付転換社債 － 500 － － 100 － － －

２．その他 － － － － － － － －

合計 － 500 － － 100 － － －

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

 当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

 当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
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（退職給付関係）

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度を採用しております。

２．退職給付債務及びその内訳

前連結会計年度
（平成18年９月30日）

当連結会計年度
（平成19年９月30日）

退職給付債務

退職給付引当金

（千円）

10,640

10,640

（千円）

11,379

11,379

　（注）　退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

３．退職給付費用の内訳

前連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

退職給付費用

勤務費用

（千円）

1,659

1,659

（千円）

738

738
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（ストック・オプション等関係）

　(ストック・オプション、自社株式オプション又は自社の株式の付与又は交付関係)

前連結会計年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

  １．ストック・オプションの内容、規模  

第１回
ストック・オプション

第２回
ストック・オプション

会社名 株式会社クロニクル 株式会社クロニクル

株主総会決議日 平成16年12月22日 平成17年12月22日

付与対象者の区分及び数

当社取締役　　５名

当社監査役　　３名

当社社員　　　12名

取締役及び重要なる支援者

（法人・個人）人数は未定

ストック・オプション数 普通株式　10,000,000株 普通株式　10,000,000株

付与日  平成17年2月1日  未付与

権利確定条件  定めておりません  定めておりません

対象勤務期間  定めておりません  定めておりません

権利行使期間
 平成19年２月１日～

平成26年12月21日

 平成18年４月１日～

 平成23年３月31日

 （注）提出日現在におきまして、第２回ストックオプションにつきましては、未付与のまま消却しております。

 ２．ストック・オプションの数

第１回
ストック・オプション

第２回
ストック・オプション

決議年月日　　　　　　 平成16年12月22日 平成17年12月22日 

権利確定前　　　　　　（株）   

前連結会計年度末 － －

付与 10,000,000 －

失効 － －

権利確定 － －

未確定残 － 10,000,000

権利確定後　　　　　　（株）   

前連結会計年度末 10,000,000 －

権利確定 10,000,000 －

権利行使 － －

失効 － －

未行使残 10,000,000 －

 （注）提出日現在におきまして、第２回ストックオプションにつきましては、未付与のまま消却しております。

 ３．単価情報  

第１回
ストック・オプション

第２回
ストック・オプション

権利行使価格　１株につき（円） 24 51

行使時平均株価　　　　　（円） － －

公正な評価単価（付与日）（円） － －

 （注）提出日現在におきまして、第２回ストックオプションにつきましては、未付与のまま消却しております。
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当連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

  １．ストック・オプションの内容、規模  

第１回
ストック・オプション

会社名 株式会社クロニクル

株主総会決議日 平成16年12月22日

付与対象者の区分及び数

当社取締役　　５名

当社監査役　　３名

当社社員　　　12名

ストック・オプション数 普通株式　10,000,000株

付与日  平成17年2月1日

権利確定条件  定めておりません

対象勤務期間  定めておりません

権利行使期間
 平成19年２月１日～

平成26年12月21日

 （注）平成17年12月22日決議の第２回ストックオプションにつきましては、未付与のまま全て消却しております。

 ２．ストック・オプションの数

第１回
ストック・オプション

決議年月日　　　　　　 平成16年12月22日

権利確定前　　　　　　（株） ―

前連結会計年度末 ―

付与 ―

失効 ―

権利確定 10,000,000

未確定残 ―

権利確定後　　　　　　（株） 10,000,000

前連結会計年度末 10,000,000

権利確定 ―

権利行使 ―

失効 ―

未行使残 10,000,000

 （注）平成17年12月22日決議の第２回ストックオプションにつきましては、未付与のまま全て消却しております。

 ３．単価情報  

第１回
ストック・オプション

権利行使価格　１株につき（円） 24

行使時平均株価　　　　　（円） ―

公正な評価単価（付与日）（円） 24

 （注）平成17年12月22日決議の第２回ストックオプションにつきましては、未付与のまま全て消却しております。
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（自　平成17年10月1日
至　平成18年9月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年10月1日
至　平成19年9月30日）

 １　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内

訳

 １　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内

訳

 （千円） 

繰越欠損金 762,229 

投資不動産評価損 559,621

その他有価証券評価差額金 145,899

貸倒引当金損金算入限度超過額 46,167

未払事業税否認 6,629

その他 5,488

繰延税金資産小計 1,526,033

評価性引当額 △1,526,033

 繰延税金資産合計 －  

 （千円） 

繰越欠損金 810,894 

投資不動産評価損 559,621

その他有価証券評価差額金 178,616

貸倒引当金損金算入限度超過額 78,707

未払事業税否認 22,966

前受金等否認 42,558

その他 12,603

繰延税金資産小計 1,705,968

評価性引当額 △1,626,055

 繰延税金資産合計 79,913  

 

 

　

２  法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との間に

必要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な

項目別の内訳  

２  法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との間に

必要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な

項目別の内訳  

 

 （％） 

法定実効税率

（調整）

40.7 

交際費等永久に損金に算入されな

い項目

2.4

住民税均等割等 2.6

繰越欠損金 △3.4

連結子会社の当期損失 3.6

その他 0.0

税効果会計適用後の法人税等負担

率 

45.9  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　税引前当期純損失を計上しているため、該当の記載は行っ

ておりません。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

 
宝飾品事業
（千円）

投資事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利益      

売上高 3,020,289 403,365 3,423,655 － 3,423,655

(1）外部顧客に対する売上高 3,020,289 403,365 3,423,655 － 3,423,655

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 3,020,289 403,365 3,423,655 － 3,423,655

営業費用 2,897,300 386,940 3,284,240 － 3,284,240

営業利益（又は営業損失） 122,989 16,425 139,414 － 139,414

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的

支出
     

資産 5,325,514 711,232 6,036,746 107,844 6,144,591

減価償却費 5,875 789 6,664 － 6,664

資本的支出 531 － 531 － 531

　（注）１．事業区分の方法

 事業は、物品販売、投資事業にて区分しております。

２．各区分に属する主要な商品

事業区分 主要商品

宝飾品事業 宝飾品（高級輸入時計、宝石類）等

投資事業 営業投資有価証券、匿名組合投資等
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当連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

 
宝飾品事業
（千円）

投資事業
（千円）

WEB情報事
業
 （千円）

その他事業
（千円） 

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営

業利益
       

売上高        

(1）外部顧客に

対する売上

高

1,223,336 202,057 1,433,488 － 2,858,882 － 2,858,882

(2）セグメント

間の内部売

上高又は振

替高

55,862 17,840 － 98,893 172,596 △172,596 －

計 1,279,199 219,897 1,433,488 98,893 3,031,478 △172,596 2,858,882

営業費用 1,631,919 280,323 1,118,873 66,148 3,097,264 △78,016 3,019,248

営業利益（又

は営業損失）
△352,729 △60,426 314,614 32,745 △65,786 △94,580 △160,366

Ⅱ．資産、減価償

却費及び資本

的支出

       

資産 11,249,284 1,932,351 1,362,389 2,434,776 16,978,802 △7,096,638 9,882,163

減価償却費 5,945 1,021 38,060 180 45,207 － 45,207

資本的支出 － － － － － － －

　（注）１．事業区分の方法

 事業は、物品販売、投資事業、WEB情報事業、その他事業にて区分しております。

２．各区分に属する主要な商品

事業区分 主要商品

宝飾品事業 宝飾品（高級輸入時計、宝石類）等

投資事業 営業投資有価証券、匿名組合投資等

WEB情報事業 WEB情報サイト運営、広告等

その他事業 マネージメント料等
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ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

 
国内

（千円）
 欧州

（千円）
 米国

（千円）
計（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業利益       

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 1,163,438 2,023,366 236,850 3,423,655 － 3,423,655

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 1,163,438 2,023,366 236,850 3,423,655 － 3,423,655

営業費用 1,118,097 1,940,973 225,169 3,284,240 － 3,284,240

営業利益 45,341 82,393 11,680 139,414 － 139,414

Ⅱ．資産 6,144,591 － － 6,144,591 － 6,144,591

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

　　欧州・・・スイス　米国・・・アメリカ合衆国

当連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

 
国内

（千円）
欧州

（千円）
米国

（千円）
アジア

 （千円）
計（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 2,603,476 148,947 72,016 34,441 2,858,882 － 2,858,882

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
172,596 － － － 172,596 △172,586 －

計 2,776,072 148,947 72,016 34,441 3,031,478 △172,596 2,858,882

営業費用 3,041,528 32,540 15,706 7,488 3,097,264 △78,016 3,019,248

営業利益 △265,455 116,407 56,309 26,952 △65,786 △94,580 △160,366

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

　　欧州・・・スイス　米国・・・アメリカ合衆国　アジア・・・香港等

－ 34 －



ｃ．海外売上高

前連結会計年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

 欧州  米国  計

Ⅰ　海外売上高（千円） 2,023,366 236,850  2,260,217

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 3,423,655

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
59.1 6.9  66.0

　（注）１．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

　　欧州・・・スイス　米国・・・アメリカ合衆国　アジア・・・香港等

当連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

 欧州  米国  アジア 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 148,947 72,016 34,441 255,405

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 2,858,882

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上

高の割合（％）
5.2 2.5 1.2 8.9

　（注）１．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

　　欧州・・・スイス　米国・・・アメリカ合衆国　アジア・・・香港等

（関連当事者との取引）

前連結会計年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

　

属性 氏名 住所

資本金
又は
出資金

（百万円）

事業の
内容又
は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関係内容
取引の
内容

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 佐野智一 － －
当社監

査役

(被所有)

－

税理士法

人SANO
税務顧問

税務顧

問業務
1,200 － －

（注）１．当社監査役佐野智一が代表を務める税理士法人SANOとの取引は、当社グループに関する税務指導を受ける対価

として、平均的な税理士報酬額の月額20万円支払っております。

当連結会計年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

　

属性 氏名 住所

資本金
又は
出資金

（百万円）

事業の
内容又
は職業

議決権等
の所有
(被所有)
割合(％)

関係内容
取引の
内容

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（百万円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 佐野智一 － －
当社監

査役

(被所有)

－

税理士法

人SANO
税務顧問

税務顧

問業務
2,400 － －

役員 石神　剛 － －

当社代

表取締

役社長

(被所有)

－ 
 －  －

社宅賃

料
6,000 － －

（注）１．当社監査役佐野智一が代表を務める税理士法人SANOとの取引は、当社グループに関する税務指導を受ける対価

として、平均的な税理士報酬額の月額20万円支払っております。

２.当社代表取締役石神剛との取引は、社宅賃借料として月額賃料50万円徴収しております。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

１株当たり純資産額 21.00円

１株当たり当期純利益金額 0.11円

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額
0.09円

１株当たり純資産額 　20.44円

１株当たり当期純利益金額 　△3.43円

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額
－

 　潜在株式調整後1株当たり当期純損失につきましては、

　当期純損失であるため記載を省略しております。

 

 　(注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の

　 　　　とおりであります。　　

前連結会計年度
(自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日)

当連結会計年度
(自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日)

１株当たり当期利益金額

当期純利益（千円） 28,396 △1,229,299

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益（千円） 28,396 △1,229,299

期中平均株式数（千株） 257,543 358,698

   

潜在株式調整後１株当たり当期利益金額

普通株式増加数（千株） 75,686 －

（うち新株予約権） (75,686) (－)

（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当連結会計年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

 該当事項はありません。  該当事項はありません。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

前事業年度
（平成18年９月30日）

当事業年度
（平成19年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

資産の部

Ⅰ　流動資産

１　現金及び預金 916,589 1,002,238  

２　売掛金 1,787,076 1,296,355  

３　営業投資有価証券 914,280 372,984  

４　営業出資金 721,890 1,871,643  

５　営業貸付金 85,992 118,601  

６　商品 374,683 290,891  

７　前払費用 39,570 1,032  

８　未収入金 55,261 138,446  

９　その他の流動資産 － 176,858  

流動資産合計 4,895,344 80.1 5,269,052 44.6 373,708

Ⅱ　固定資産

(1)有形固定資産

１　建物 55,866 33,038

減価償却累計額 10,454 45,412 1,160 31,878  

２　工具、器具及び備品 40,097 19,419

減価償却累計額 23,812 16,284 10,606 8,813  

３　土地  75,445  75,445  

有形固定資産合計 137,141 2.2 116,137 0.0 △21,003

(2)無形固定資産

１　電話加入権 1,164 1,164  

２　ソフトウェア 973 310  

無形固定資産合計 2,138 0.0 1,475 0.0 △662

(3）投資その他の資産

１　投資有価証券 560,000 160,000  

２　関係会社株式 180,000 5,079,999  

３　長期未収金 4,545 3,945  

４　関係会社長期貸付金 200,000 1,098,000  

５　破産債権、更生債権そ
の他これらに準ずる債
権

205,266 205,266  

６　敷金保証金 45,560 45,560  

７　投資不動産 58,118 58,118  

８　会員権 31,200 24,200  

10　その他 － 1,693  

11　貸倒引当金 △206,266 △252,130  

投資その他の資産合計 1,078,424 17.7 6,424,652 54.4 5,346,228

固定資産合計 1,217,704 19.9 6,542,266 55.4 5,324,561

資産合計 6,113,048 100.0 11,811,319 100.0 5,698,271
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前事業年度
（平成18年９月30日）

当事業年度
（平成19年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

負債の部

Ⅰ　流動負債

１　買掛金 18,306 30,621  

２　短期借入金 － 1,720,000  

３　未払金 88,690 96,968  

４　未払法人税等 12,576 16,736  

５　未払消費税等 3,449 －  

６　前受金 107 －  

７　預り金 1,081 2,525  

８　賞与引当金 2,844 2,797  

９　仮受金 － 379,294  

流動負債合計 127,055 2.1 2,248,943 19.0 2,121,888

Ⅱ　固定負債

１　退職給付引当金 10,640 11,379  

固定負債合計 10,640 0.2 11,379 0.1 738

負債合計 137,696 2.3 2,260,322 19.1 2,122,626

（純資産の部）

Ⅰ　株主資本         

１．資本金   3,926,000 61.3  5,461,500 46.2 1,535,500

２．資本剰余金         

 (1)資本準備金  2,226,000   3,671,499    

(2) その他資本剰余金  46,721   1,546,721    

 資本剰余金合計   2,272,721 35.5  5,218,220 44.2 2,945,499

３．利益剰余金         

 繰越利益剰余金  117,552   △701,351    

 利益剰余金合計   117,552 1.8  △701,351 △5.9 △818,903

４．自己株式   △445 △0.0  △511 0.0 △66

株主資本合計   6,315,828 93.3  9,977,857 84.5 3,662,029

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価差額
金

△358,475   △438,861    

評価・換算差額等合計  △358,475 5.8  △438,861 △3.7 △80,386

Ⅲ　新株予約権        

　１．新株予約権 18,000   12,000    

　　新株予約権合計  18,000 0.3  12,000 0.1 △6,000

純資産合計  5,975,352 97.7  9,550,996 80.9 3,575,644

負債純資産合計  6,113,048 100.0  11,811,319 100.0 5,698,271
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(2）損益計算書

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高  

１　商品売上高 2,575,102 171,526

２　営業投資有価証券売上
高

356,546 195,930

３　貸付金利息 49,286 2,980,935 100.0 23,966 391,423 100.0 △2,589,511

Ⅱ　売上原価

１　商品期首たな卸高 588,897 374,683

２　当期商品仕入高 1,883,552 55,630

合計 2,472,449 430,313

３　他勘定振替高  2,791 14,168

４　商品期末たな卸高 374,683 2,094,975 290,891 125,253  

５　営業投資有価証券売上
原価

345,692 192,330  

売上原価合計 2,440,667 81.9 317,583 81.1 △2,123,084

売上総利益 540,267 18.1 73,839 18.9 △466,427

Ⅲ　販売費及び一般管理費

１　販売促進費 9,047 576

２　広告宣伝費 1,519 18,975

３　旅費交通費 20,827 3,443

４　貸倒引当金繰入額 － 45,864

５　役員報酬 － 62,914

６　給与手当 73,718 60,302

７　賞与引当金繰入額 2,844 5,161

８　退職給付費用 1,659 738

９　賃借料 28,209 11,766

10　支払手数料 158,403 112,081

11　減価償却費 6,529 3,948

12　その他 145,866 448,625 15.0 89,860 415,633 106.2 △32,992

営業利益（△損失） 91,641 3.1 △341,793 △87.3 △433,435
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前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅳ　営業外収益

１　受取利息 49 688

２　受取配当金 193 450,675

３　為替差益 374 22,415

４　雑収入 2,382 2,998 0.1 8,127 481,906 123.1 478,908

Ⅴ　営業外費用

１　支払利息 127 13,313

２　為替差損 9,940 24,995

３　新株交付費 74,215 7,392

４　雑損失 200 84,483 2.8 9,028 54,729 14.0 △29,754

経常利益（△損失） 10,156 0.3 85,384 21.8 75,228

Ⅵ　特別利益

１　固定資産売却益 197 －

２　賞与引当金戻入益 － 197 0.0 558 558 0.1 360

Ⅶ　特別損失

１　商品評価損  1,250   －    

２　営業投資有価証券評
　
　　価損

 －   829,125    

３　前期損益修正損  － 1,250 0.0 7,000 836,125 213.6 834,875

税引前当期純利益 9,103 0.3 △750,183 △191.7 △759,286

法人税、住民税及び事
業税

1,210 1,210 0.0 68,720 68,720 17.5 67,510

当期純利益 7,893 0.3 △818,904 △209.2 △826,797
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（自平成17年10月1日　至平成18年9月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金
 

利益剰余金

自己株式 株主資本合計

資本準備金
その他資本剰余
金

資本剰余金合計

その他利益剰余
金

繰越利益剰余金

平成17年9月30日　残高

（千円）
1,700,000 － 46,721 46,721 109,658 △284 1,856,095

事業年度中の変動額

新株の発行 2,226,000 2,226,000  2,226,000   4,452,000

当期純利益     7,893  7,893

自己株式の取得      △160 △160

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額（純

額）

       

事業年度中の変動額合計

（千円）
2,226,000 2,226,000 － 2,226,000 7,893 △160 4,459,732

平成18年9月30日　残高

（千円）
3,926,000 2,226,000 46,721 2,272,721 117,552 △445 6,315,828

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

平成17年9月30日　残高

（千円）
123,530 － 1,979,625

事業年度中の変動額

新株の発行   4,452,000

当期純利益   7,893

自己株式の取得   △160

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
△482,005 18,000 △464,005

事業年度中の変動額合計

（千円）
△482,005 18,000 3,995,727

平成18年9月30日　残高

（千円）
△358,475 18,000 5,975,352
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当事業年度（自平成18年10月1日　至平成19年9月30日）

株主資本

資本金

資本剰余金
 

利益剰余金

自己株式 株主資本合計

資本準備金
その他資本剰余
金

資本剰余金合計

その他利益剰余
金

繰越利益剰余金

平成18年9月30日　残高

（千円）
3,926,000 2,226,000 46,721 2,272,721 117,552 △445 6,315,828

事業年度中の変動額

新株の発行(新株予約権の

行使)
1,535,500 1,535,500  1,535,500   3,071,000

 株式交換  1,409,999  1,409,999   1,409,999

 資本準備金取崩  △1,500,000 1,500,000 0   0

当期純利益     △818,904  △818,904

自己株式の取得      △66 △66

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額（純

額）

       

事業年度中の変動額合計

（千円）
1,535,500 1,445,499 1,500,000 2,945,499 △818,904 △66 3,662,029

平成19年9月30日　残高

（千円）
5,461,500 3,671,499 1,546,721 5,218,220 △701,351 △511 9,977,857

評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

平成18年9月30日　残高

（千円）
△358,475 18,000 5,975,352

事業年度中の変動額

新株の発行(新株予約権の行

使)
  3,071,000

 株式交換   1,409,999

 資本準備金取崩   0

当期純利益   △818,904

自己株式の取得   △66

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
△80,385 △6,000 △86,385

事業年度中の変動額合計

（千円）
△80,385 △6,000 3,575,643

平成19年9月30日　残高

（千円）
△438,861 12,000 9,550,996
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

 ────── 当社は、売上高において前年比にで大幅に減少し、ま

た、営業投資有価証券評価損829百万円の特別損失によ

り大幅な当期純損失を計上いたしております。

当該状況により、当社グループには継続企業の前提に

関する重要な疑義が存在しております。

　当社は、当該状況を解消すべくM&Aによる事業拡大を

行い、売上高と利益率の向上を図っております。

　当期に関しましては、上記M&Aにて取得致しました関

連会社が半期分のみの取り込みとなりましたが、今後は

通期の営業数値を取り込めることにより売上及び収益の

大幅な拡大が見込まれております。

今後は上記の関連会社の安定した収益の通期取り込み

による増収増益及び海外リセール・オークション事業の

再開による宝飾品事業の回復安定化並びにそれに伴う各

社からの配当増加等により収益の拡大を行ってまいりま

す。

上記の諸策により、売上高及び利益の増加を見込んで

おります。

財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、

このような重要な疑義の影響を財務諸表には反映いたし

ておりません。
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平均法により

算定）

その他有価証券

 

 

 

同左

時価のないもの

移動平均法に基づく原価法

 

 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法

商品

個別法に基づく原価法

商品

同左

３．固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産

定率法

 ただし、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（付属設備を除く）については、定

額法を採用しております。

 また、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

有形固定資産

定率法

　ただし、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（付属設備を除く）については、定

額法、平成19年4月１日以降に取得した有

形固定資産(上記を除く)については法人税

法の改正に伴う新定率法を採用しておりま

す。

 また、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。

建物 15年

工具器具備品 ５～８年

建物 15年

工具器具備品 ５～８年

無形固定資産

　定額法

なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（5年）

に基づいております。

無形固定資産

同左

 

４．引当金の計上方法 貸倒引当金

　売掛債権等の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別

に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。

貸倒引当金

同左

賞与引当金

　従業員の賞与の支払いに備えて、賞与支

給見込額の当期負担額を計上しております。

賞与引当金

同左

退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、当期末

における退職給付債務及び年金資産の見込

額に基づき計上しております。

退職給付引当金

同左

５．重要な外貨建の資産又は負

債の本邦通貨への換算の基

準

　外貨建金銭債権債務は連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。 

　外貨建金銭債権債務は連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。 

５．収益及び費用の計上基準 営業投資有価証券売上高及び売上原価

　営業投資有価証券売上高には、投資育成

目的の営業投資有価証券の売却高及び受取

配当金を計上し、同売上原価には、売却有

価証券帳簿価額、支払手数料及び評価損等

を計上しております。

営業投資有価証券売上高及び売上原価

 

 

同左
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項目
前事業年度

（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

６．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左

７．その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

投資事業組合等への出資金に係る会計処理

　投資事業組合等への出資金に係る会計処

理は、組合の事業年度の財務諸表に基づい

て、当社の出資持分割合に応じて計上して

おります。また、財務諸表が未作成の組合

への出資金については、流動資産の「営業

出資金」に計上しております。

投資事業組合等への出資金に係る会計処理

同左

金融収益を売上高、営業外収益に区分する

基準

　営業貸付金に係る受取利息は売上高に含

めておりますが、預金及び投資有価証券に

係る受取利息、受取配当金は営業外収益に

計上しております。

金融収益を売上高、営業外収益に区分する

基準

同左

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は、税抜方式によっ

ております。

消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

 （固定資産の減損に係る会計基準）

　当事業年度から、「固定資産の減損に係る会計基準」

(「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会　平成14年８月９日)）及び「固定資産の

減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会　

平成15年10月31日企業会計基準適用指針第６号）を適用し

ています。これによる損益に与える影響はありません。

 

 

 

――――――――

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等）

（自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準

　等の一部改正）

　当事業年度から「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準委員会　平成17年12月９

日企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部の

表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員

会　平成17年12月９日　企業会計基準適用指針第８号）、

改正後の「自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計

基準」（企業会計基準委員会最終改正平成18年８月11日　

企業会計基準第１号）及び「自己株式及び準備金の額の減

少等に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会

　最終改正平成18年８月11日　企業会計基準適用指針第２

号）を適用しています。

　これによる損益に与える影響はありません。

　なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

5,957,352千円です。

　財務諸表等規則の改正により、当事業年度における貸借

対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表等規則

により作成しています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

――――――――

 （ストックオプション等に関する会計基準等）

　当事業年度から「ストックオプション等に関する会計基

準」（企業会計基準委員会　平成17年12月27日　企業会計

基準第８号）及び「ストックオプション等に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準委員会　平成18年５月31日

　企業会計基準適用指針第11号）を適用しています。

　これによる、損益に与える影響はありません

 

 

 

――――――――

 

 

 

――――――――

 （有形固定資産の減価償却方法）

　法人税法の改正に伴い、当会計期間から、平成19年4月1

日以降新たに取得する有形固定資産について、改正後の法

人税法に基づく減価償却方法に変更（新定率法の採用）し

ております。

　これにより営業利益、経常利益及び税引前当期純利益は

それぞれ123千円減少しております。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年９月30日）

当事業年度
（平成19年９月30日）

※１　授権株式数　　　普通株式        660,000千株

発行済株式総数　普通株式        285,469千株

※１　

―――――――

　　　　　

※２　自己株式

当社の保有する自己株式の数は、普通株式10,871株

であります。

※２　

―――――――

※３　関係会社に対する主な債権債務 （区分掲記された物

を除く）

　　　売掛金        161,952千円

買掛金        15,475千円

※３　関係会社に対する主な債権債務 （区分掲記された物

を除く）

　　　売掛金      205,920千円

      立替金 　　     89,765千円

      未収入金       　124,891千円

      貸付金    　1,098,000千円

買掛金       　29,868千円

未払金    　64,439千円

仮受金     　  379,294千円

短期借入金     　1,720,000千円

（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年10月１日

至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。

関係会社への売上高　　　　　　　199,736千円 関係会社への売上高　　　　       98,564千円

※ ２　他勘定振替高の内訳 ※ ２　他勘定振替高の内訳

販売費及び一般管理費振替高      2,791千円

合計 2,791千円

販売費及び一般管理費振替高     14,168千円

合計 14168千円

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自　平成17年10月１日　至　平成18年９月30日）

 1.自己株式に関する事項

前期末株式数
（株）

当期増加株式数
（株）

当期減少株式数
（株）

当期末株式数
（株）

普通株式 8,711 2,160 － 10,871

（注）増加数の主な内訳は、次のとおりです。

 　端株の買取りによる増加 2,160株

当事業年度（自　平成18年10月１日　至　平成19年９月30日）

 1.自己株式に関する事項

前期末株式数
（株）

当期増加株式数
（株）

当期減少株式数
（株）

当期末株式数
（株）

普通株式 10,871 2,770 － 13,641

（注）増加数の主な内訳は、次のとおりです。

 　端株の買取りによる増加4,930株

（リース取引関係）

 　　該当事項はありません。
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（有価証券関係）

 　　子会社株式で時価のあるもの

 該当事項はありません。

（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成17年10月1日
至　平成18年9月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月1日
至　平成19年9月30日）

 １　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内

訳

 １　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内

訳

 （千円） 

繰越欠損金 760,315 

投資不動産評価損 559,621

その他有価証券評価差額金 145,899

貸倒引当金損金算入限度超過額 46,167

未払事業税否認 4,626

その他 5,488

繰延税金資産小計 1,522,118

評価性引当額 △1,522,118

 繰延税金資産合計 －  

 （千円） 

繰越欠損金 810,894 

投資不動産評価損 559,621

その他有価証券評価差額金 178,616

貸倒引当金損金算入限度超過額 64,834

未払事業税否認 6,319

その他 5,769

繰延税金資産小計 1,626,055

評価性引当額 △1,626,055

 繰延税金資産合計 －  

　 　

２  法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との間に

必要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な

項目別の内訳  

２  法定実効税率と税効果会計適用後の負担率との間に

必要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な

項目別の内訳  

 

 （％） 

法定実効税率

（調整）

40.7 

交際費等永久に損金に算入されな

い項目

11.0

住民税均等割等 13.3

繰越欠損金 △51.7

その他 0

税効果会計適用後の法人税等負担

率 13.3

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 税引前当期純損失を計上しているため、該当の記載は行っ

ておりません。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

１株当たり純資産額 20.93円

１株当たり当期純利益金額 0.03円

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額
0.02円

  当社は、平成17年11月11日に第三者割当新株予約

権(300,000千株）を発行及び平成17年12月22日開

催の定時株主総会におきまして、第２回ストック

オプションとしての新株予約権(10,000千株)の発

行決議を行っております。

１株当たり純資産額 　21.31円

１株当たり当期純利益金額 　△2.28円

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額
－

　潜在株式調整後1株当たり当期純損失につきまし

ては、当期純損失であるため記載を省略しており

ます。

 

   (注）１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の

　 　　　とおりであります。　　

前事業年度
(自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日)

当事業年度
(自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日)

１株当たり当期利益金額

当期純利益（千円） 7,893 △818,904

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益 7,893 △818,904

期中平均株式数（千株） 257,543 358,698

   

潜在株式調整後１株当たり当期利益金額   

普通株式増加数（千株） 75,686 －

（うち新株予約権） (75,686) (　－　)

（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成17年10月１日
至　平成18年９月30日）

当事業年度
（自　平成18年10月１日
至　平成19年９月30日）

 該当事項はありません。  該当事項はありません。
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６．その他
(1）役員の異動

①　代表取締役の異動

　　 該当事項はありません。

②　その他の役員の異動

　・新任監査役候補

　　　　（社　外）監査役　稲川　太郎

 

③　就任予定日

　　 平成19年12月26日

(2）その他

　該当事項はありません。
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